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春のお楽しみ会で笑顔のプレゼントが届きました！

３月27日（水）船越公民館にて　　

　大王地区夢まちづくり委員会主催の交流会『お楽しみ会』が行なわれました。
　当日はボランティアスタッフの人と地域をつなぎたいという想いが、93名の参加者を最高
の笑顔に変える魔法となりました。
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平成31年度 事業計画・予算の概要
基 本 理 念

平成31年度　主な事業計画

平成31年度　収支予算内訳

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした
公共性の高い非営利の民間団体です。ボランティア活動や地域住民による福祉活動を支援し、
地域に暮らすみなさまや、行政・福祉施設などの関係機関や諸団体の参加・協力のもと、「地
域住民のみなさまが住み慣れたまちで安心して暮らすことができるまちづくり」をめざして、
さまざまな活動を実施しています。

１ 法人運営事業
■　組織機能の強化（組織統治・専門性強化の取組）
■　財政基盤の強化（収支バランスの確保）
■　働き方改革関連法への対応
■　地域福祉センター修繕に伴う調整・対応

２ 地域福祉活動推進事業
■　地域福祉活動計画推進（座談会等による地域課

題の把握・共有）
■　災害ボランティアセンターの運営準備
■　災害時要援護者の把握に向けた関係機関との協議
■　共同募金配分金事業（地域見守り事業、ボラン

ティア活動支援等）
■　その他（成年後見制度の利用支援、専門相談会

開催、関係団体活動支援・協力）

３ 在宅福祉サービス事業
■　介護保険サービス事業

居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問入浴
介護事業、通所介護事業、福祉用具貸与事業、
福祉用具販売事業、訪問看護事業

■　障がい福祉サービス事業
ヘルパーセンター事業、生活介護センター事業、
日中一時支援事業、放課後等デイサービス事業、
就労継続支援Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業、
就労移行支援事業

４ 受託事業
■　生活支援体制整備事業

（町域での地域支援コーディネーターの活動強化）
■　救急医療情報キット（いのちのバトン）配付事業
■　日常生活自立支援事業
■　生活困窮者自立相談支援事業ほか関係事業
■　地域生活拠点づくり事業
■　その他（生活福祉資金貸付事業、介護予防事業）

個人の人格や生き方を尊重し、住み慣れた地域において
誰もが安心して豊かに暮らせる地域福祉の実現。　　　
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お問い合わせ　三重県共同募金会　☎059－226－2605

三重県共同募金会バッジのデザインを募集します三重県共同募金会バッジのデザインを募集します
　三重県共同募金会では、県民のみなさまの赤い羽根共同募金に対する理解を深め、運動
の普及拡大を図ることを目的に、三重県オリジナルの募金バッジを作成します。デザイン
は募金バッジを作成するほか、その他のポスターやチラシに活用します。

① 三重の赤い羽根賞（採用作品） １点　賞金 30,000円
② 三重県知事賞　　　　　　　　１点　賞金　5,000円　・・・他４つの賞あり
※応募締切　 5月31日

三重県共同募金会

　志摩市社会福祉協議会は、高齢者や障がい者をはじめ、誰もが住み慣れた地域に
おいてその人らしく安心して暮らしていけるよう支援するために、さまざまな事業
に取り組んでいます。
　地域の住民のみなさまからお預かりする社協会費は、ボランティア・市民活動、小地域の
活動、公的制度を補完するサービスなど、志摩市社協独自の事業を進める上でもっとも重要
な財源となっており、社協会員になることで、一人ひとりが『地域福祉』を自らの活動とし
て受け止め、地域福祉活動に間接的に参加しているという意味も持っています。
　本年度も本会の活動、趣旨をご理解いただき、ひとりでも多くのみなさまに社協会員加入
のご協力をよろしくお願いいたします。

　今年度も引き続き、各町へ担当職員を配置し、職員と地域のみなさまとともに
「顔の見える関係づくり」を進めます。顔の見える関係から、困りごとが相談
しやすく、ボランティア等の福祉活動へ参加しやすい環境を作っていきます。

＊福祉や介護などの相談支援を行ないます。
＊地域のみなさまがより地域づくりに参加しやすくなるような提案をします。
　（例えば、休憩スペースや健康づくり活動、趣味活動の立ち上げや参加促進）
＊自治会、民生委員児童委員、老人クラブ、市民活動団体、地域の人など
が集える場所や機会をつくります。（例えば、ふれあいサロン、公民館
などを活用した行事、ミニデイサービス、健康体操）
＊地域の直面する課題に地域のみなさまと一緒に取り組み、助言や関係
機関との調整などを通して、課題解決に向けて地域を支援します。
（例えば、活動を始めたい方、助けになることをしてみたい方はぜひ
お声かけください。）

社
～社協会費にご協力をお願いします～

協 会 員 募 集令和元年度

地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します
地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します
地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します

地域支援コーディネーターは、例えばこんな役割を持っています
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「社協だより」はボランティア団体のご協力で、視覚障がいのある人に音訳（朗読）による広報をお届けしています。
ボランティアに興味のある方は、志摩市社協 地域支援課までご連絡ください。

無料専門相談のご案内

〈相談・問い合わせ先〉
くらしサポートセンターふんばり（サンライフあご２階）
☎0599-65-7130／FAX 0599-65-7131

高齢者の法律に関する電話相談
～三重弁護士会 高齢者・障害者支援センター（弁護士）～

成年後見・相続に関する相談
～志摩成年後見サポート（行政書士）～

◆65歳以上の高齢者本人、その親族を対象。
◆相談内容は、65歳以上の高齢者本人の問題に限ります。

◆成年後見・相続・遺言などのご相談をお受け
します。

◆事前予約制（前日までにご予約ください。）

相 談 日 ： ５月以降 　第２・第４金曜日（予定）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143
※相談日は現時点での予定のため、実施していな
い場合がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

相 談 日 ： ５月９日（木）　さくら苑
　　　　　７月11日（木）　ゆうゆう苑
実施時間 ： 13：30～16：00

〈問い合わせ先〉
三重弁護士会事務局　☎059-228-2232

http://mieben.info/archives/center/89/

〈予約・問い合わせ先〉志摩市社協　地域支援課
☎0599-55-3885（受付 : 月～金 8：30～17：15）

法律に関する相談
～法テラス三重 （弁護士）～

生活困窮者の相談窓口
～くらしサポートセンターふんばり～

◆経済的にお困りの方で法律相談の必要のあ
る方を対象としています。

◆事前予約制・先着６名（１か月前より受付）
　※ 予約時、収入等についてお伺いし、資力

基準の確認を行ないます。

◆さまざまな要因により経済的に困窮した方
に、生活の見通しがもてるよう相談支援を
行ない、解決に向けてのお手伝いをします。

◆相談は随時行なっております。

相談日 ： ５月９日（木）　13：00～16：00
　　　　７月11日（木）　13：00～16：00
　　　　磯部健康福祉センターかがやき

〈予約・問い合わせ先〉
法テラス三重（日本司法支援センター三重地方事務所）

☎050-3383-5470（受付 9：00～17：00）

★★★お気軽にご相談ください★★★

予約・問い合わせ先：志摩市社協　地域支援課　☎ 0599-55-3885（受付：月〜金 8：30〜17：15）
※相談時間は 30 分です。人数には限りがありますのでお早めにご予約ください。

平成 31年 1月21日から平成 31年 3月20日までに、次のみなさまから心温かい善意が
寄せられました。これらは、地域福祉事業の推進に役立てさせていただきます。

ご寄付をありがとうございました

稲穂会　代表　濱口ノブ子　様	 100,000 円
（故）濱口俊士様ご遺族	 尿取りパッド・衛生用品等多数
近鉄賢島カンツリークラブ　様	 50,000 円
（故）廣きみゑ様ご遺族	 50,000 円、介護用品多数
鳥羽志摩農業協同組合
　代表理事理事長　前田長弘　様	 50,000 円
一日 10円運動　森　和夫　様	 3,650 円
寄り添いの会　様	 20,000 円

丸定旅館他有志　様	 廃食油回収還元資金	3,000 円
日赤　志摩市志摩町地域奉仕団
　委員長　山本　章　様	 20,000 円
東海小学校5年生　様	 もち米 30キロ
　　　匿　　名	 座布団 21枚
　　　匿　　名	 30,000 円
　　　匿　　名	 200,000 円
　　　匿　　名	 バスタオル・タオル多数

相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ６月20日 木
10：30〜12：00 ゆ う ゆ う 苑

弁 護 士
13：30〜16：00 志摩文化会館

登 記・ 訴 訟 相 談
５月24日 金

13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士６月28日 金
７月26日 金
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